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●公式オンラインショップURL

https://yonexshop.jp/

●検索

GoogleやYahooで「ヨネックス」と検索いただくと、

「ヨネックス(YONEX)公式オンラインショップ」が上位に出てきます。

●QRコード

スマートフォンの場合は、上記QRコードからでもアクセスが可能です。

公式オンラインショップへのアクセス

3

https://yonexshop.jp/


会員登録/ログイン
A.パソコン トップ

画面右上のマイページをクリック

B.スマートフォン トップ
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①画面右上の三本線をタップ
②メニュー下部の「マイページ」をタップ

会員登録済みの方は、
メールアドレス・

パスワードを入力して

“ログインする”を
タップ/クリック

会員登録がまだの方は、

“会員登録する”を
タップ/クリック



会員情報入力

①

②

③

④

⑤

⑥

①会員登録するメールアドレスを半角で入力

②ログイン用のパスワードを半角で入力
(英数字のみ。記号は使えません。)

③生年月日を入力
誕生月の前月25日までの登録で
バースデークーポンをプレゼントいたします。
（優待クーポンとの併用はできかねます）

④メールマガジンを希望されない場合は
チェックを外して下さい。

※メールマガジンを希望しない場合、
バースデークーポンの通知が届きません。

⑤共用パソコンの場合はチェックを外して
ください。

⑥タップ/クリックして下さい。
緑のチェックで完了です。
画像認証が必要な場合はページ右を
ご参照ください。

⑦①～⑥完了後、利用規約・プライバシーポリ
シーを確認の上、タップ/クリックして下さい。

⑦

画像認証

●機械的な不正アクセスを防ぐ
ため、上記のような画像認証が
出ることがあります。

●画面の指示に従い、
該当する画像全てをチェックし、
下部の”確認”を押して下さい。

会員登録
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※既に会員登録がお済みの方は、7ページへお進みください。



会員登録
会員情報確認 認証コード入力

【メール不着の場合】
・迷惑メール対策でドメイン指定
受信をされている場合は、
ドメイン（@yonex.co.jp）の
受信設定をお願いします。

・ヤフーアドレス（＠yahoo.co.jp)
の場合、「なりすましメール拒否
機能」によって受信できない場合
があります。ヤフー受信ボックス
の救済リストにドメイン

（@yonex.co.jp）の追加をお願い
します。

●登録するメールアド
レスに4桁の認証コード付
メールを送信いたします。

●認証コードを入力後に、
”登録する”ボタンを
押して下さい。

※認証コードの期限は
20分となります。
期限が切れた際は、
“認証コードを再送信する”
を押して下さい。

●入力内容をご確認ください

※ご利用のメールサービスの設定
によっては、弊社からのメール
が不着となる場合がございます。
@yonex.co.jpの受信設定を
事前にお願いします。

●確認後に”上記内容で登録す
る”ボタンを押して下さい
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商品検索 カテゴリーページや検索機能が便利です。

A.パソコン トップ

トップ画面上部の
SPORTS/MEN/WOMEN/JUNIOR/CATEGORY
にカーソルを合わせると、下層のカテゴリーが表示され、
カテゴリーでの絞り込みが出来ます。

【カテゴリーページ】

【検索】

トップ画面右上の検索欄から、品番・品名での検索が可能です。
※品番は半角英数字で入力してください。

①トップ画面右上の
三本線をタップ

②“〉”をタップして
下の階層を開くと
左図のようなカテゴリー
ごとの絞り込みが
出来ます。

【カテゴリーページ】

【検索】
トップ画面右上の
虫眼鏡マークから、
品番・品名等での
検索が可能です。
※品番は半角英数字で
入力してください。
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B.スマートフォン トップ



商品選択

①ご希望商品のカラーを選択してください。

②ご希望商品のサイズを選択してください。

③カラー・サイズを選択後に
”カートに追加”を押して下さい。

①

②

③

1.サイズ・カラー選択 2.カートへ移動

●購入される商品を全て選んだ方は、“カートに進む”を
押して下さい。

●他の商品を探す方は、”閉じる”を押して下さい。

※カートに入れてから30分間商品がカートに入った状態が維持され
ますが、30分経過後にカートから自動的に削除されます。

※カートに入れただけでは在庫は確保されておりません。
次のステップ（ご注文内容の確認）に進んだ段階から30分間確保さ
れます。
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※商品の在庫が無い場合

“再入荷リクエスト”を押して、リクエストが可能です。 “SOLD OUT” となっている商品は
今後入荷予定がないものとなり、
再入荷リクエストができません。
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商品が入荷されると、ご登録のメールアドレスに通知が届きます。

※あくまで入荷があった場合にメールでご案内する機能であり、
入荷や在庫確保をお約束する機能ではありません。



ご注文情報の入力（数量確認・お届け先入力）

●購入希望数量を選択し、
“購入手続きに進む”を押してください。

1.数量確認 2.お届け先入力
●ご依頼主（会員様）の
①お名前
②ご住所
③電話番号
の入力をお願いします

※電話番号は、固定電話の登録も可能
ですが、メール不着の際にSMSでの連絡
の可能性がありますので、携帯電話を
推奨しております。
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過去にご購入履歴がある場合、
会員様の情報が自動入力され、
こちらの入力画面はでてきません。
画面下に進み、会員様情報に間違い
がないかご確認ください。

●会員様以外の住所にお届けの場合、
“別の住所に配送する”を選んで、
お届け先のお名前・ご住所・
電話番号をご入力下さい。



●下記の17桁を入力する（半角・スペースなし）

・株主番号：決議通知に同封の
「期末配当金計算書」右上に記載

・郵便番号：株主名簿にご登録の郵便番号
※4月1日以降に転居された方は、各種書類が
新しい住所に届いている場合でも、郵便番号は
3月31日時点でご登録のものとなります。

●“適用する”を押してクーポンを適用する

※ “適用する”を押さないとクーポンが反映
されませんので、必ず押してください。

【クーポンコード】合計１７桁

+ 株主様番号 +郵便番号
（８桁） （７桁）

ご優待コード

２２
※株主様共通

XXXX

ご注文情報の入力（クーポンコード入力）
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●ポイントを利用する場合は“ポイントを利用する”を
選択し、利用ポイント数を入力する

※“全ポイントを利用する”を選択すると、
全保有ポイントが自動で入力されます。

ご注文情報の入力（ポイント利用）

ポイントを利用されない場合は、“ポイントを利用しない”を選択し、次へお進みください。
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XXX pt

※ポイントのご利用により 支払金額が0円となる場合、
お支払い方法で“全額ポイント支払”を選択しいただく
必要があります。



ご注文情報の入力（お支払方法）

①代金引換

●ヤマト運輸の代金引換サービスとなります。
一部承れない地域がございますが予めご了承下さい。

●お支払金額に応じた手数料がかかります。

●JCB、VISA、MASTER、AMEX、Dinersの5ブランドのカードを
ご利用頂けます。
・カード番号
・有効期限
・セキュリティコード(カード裏面の3-4桁の数字)
をご入力下さい。

②クレジットカード

①

②

③

④

⑤

お支払い方法を選択してください。
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ご注文情報の入力（お支払方法）

④全額ポイント支払③コンビニ決済

●ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、
セブンイレブン、セイコーマートの支払い用端末のある
店舗でご利用可能です。
（設置店舗については、コンビニ各社にご確認ください）

●お支払金額に応じた手数料がかかります。
金額については注文確認画面の決済手数料をご確認下さい。

●コンビニでのお支払い情報はsystem@p01.mul-pay.com
よりメールで送られますので、事前に受信設定をご確認
ください。

●お支払い完了後1-2営業日で、“マイページ”のご注文履歴
の状態が、“発送準備中/配送準備完了”へと更新されます。

（お支払い後、最短３営業日目の発送手配となります）

●ご注文より7日間支払いが無かった際にはご注文を
キャンセルさせていただきます。
お早めにご入金をお願いいたします。

株主優待クーポンの使用で
お支払合計金額０円のとなる場合はこちらを選択
してください。

ポイントも併せて使用し、
お支払金額が０円となる場合はこちらを選択
してください。

⑤支払いなし
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●日付指定は、大型連休等を除き、ご注文日の
9日先から1週間の間で可能です。

●日付指定が無い場合はご注文日の翌々営業日
の発送が最短となります。

●コンビニ決済の場合はお支払い後の発送手配
となるため、日付指定ができません。

※お支払い後3営業日目の発送が最短となります。

ご注文情報の入力（お届け日時）
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ご入力内容を確認し、画面下の“規約に同意して確認へ”を押してください。

（ご購入履歴がある方は”入力内容を確認する“を押してください。）



パソコンでは画面右、
スマートフォンでは画面下
にある“ご注文内容”より、
以下2点を必ずご確認くだ
さい。
・送料が¥０となっている
・株主優待の値引が反映
されている

ご確認後に“この内容で購入する”を押して下さい。

ご注文内容確認
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ご注文確定前の最後の画面となります。
ご入力いただいた配送・支払い情報をご確認ください。

※株主優待クーポン使用時
に限り、支払金額に
かかわらず送料無料となり
ます。



●ご登録のメールアドレスにyy-shop-info@yonex.co.jpより注文受付完了メールが配信されます。

●画面または完了通知メールに表示される注文番号（14桁）をお控えください。
後日お問い合わせされる場合は必要となります。

ご注文確定
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“ご注文ありがとうございました！”の画面が表示されると、ご注文完了となります。



【ご注文のキャンセルについて】
●ご注文当日であれば、“マイページ”の“ご注文履歴”よりご自身でキャンセルすることが可能です。

●翌日以降は各ページ下部にある“お問い合わせ”を押して、問い合わせフォームに注文番号を
含めて、ご希望をお知らせください。ヨネックスカスタマーサービスが対応させて頂きます。

※商品出荷後の返品は商品が不良品の場合以外は承っておりませんので、
予めご了承くださいませ。

【株主優待クーポンの使用について】
●クーポンごとに一回に限りご利用可能です。再発行はできかねますので、コードの管理にご留意ください。

●他のクーポンとの併用はできかねますのでご了承ください。

【オンラインショップのポイントについて】
●ポイントには有効期限があります。詳しくはこちらをご覧ください。

（新規入会時付与ポイント：入会から180日間、お買い物時付与ポイント：最新の付与日またはポイント利用日から2年間）

●買い物時に付与されるポイントは、優待クーポン値引き後の金額に対して付与されます。

その他の補足事項
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https://yonexshop.jp/faq#link7

